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（注）１．当社グループは第38期連結会計年度が連結初年度であり、また、連結子会社のみなし取得日を連結会計年度

末としていることから、第38期連結会計年度においては貸借対照表のみを連結しているため、連結貸借対照

表項目及び従業員数のみを記載しております。 

２．当社グループは第38期第１四半期会計期間は四半期連結財務諸表を作成していないため、第38期第１四半期

連結累計（会計）期間に代えて第38期第１四半期累計（会計）期間について記載しております。 

３．売上高には消費税等は含まれておりません。 

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載

しておりません。 

５．第38期第１四半期累計（会計）期間については関連会社を有しておりませんので、持分法を適用した場合の

投資利益を記載しておりません。 

６．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者を含む。）で記載しております。 

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第38期

第１四半期 
累計（会計）期間 

第39期
第１四半期連結 

累計（会計）期間 
第38期

会計期間 
自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日 

自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日 

自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日 

売上高 （百万円）  28,006  31,884 － 

経常利益 （百万円）  1,874  2,153  － 

四半期（当期）純利益 （百万円）  1,068   1,170 － 

持分法を適用した 

場合の投資利益 
（百万円）  －  － － 

資本金 （百万円）  2,371 － － 

発行済株式総数 （株）  14,529,400 － － 

純資産額 （百万円）  32,013  35,148  34,818

総資産額 （百万円）  57,878  62,954  67,233

１株当たり純資産額 （円）  2,203.31  2,419.13  2,396.38

１株当たり四半期 

（当期）純利益 
（円）  73.49  80.56 － 

潜在株式調整後１株当たり 

四半期（当期）純利益 
（円）  －  － － 

１株当たり配当額 （円）  － － － 

自己資本比率 （％）  55.3  55.8  51.8

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円）  659  91 － 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円）  △242  △301 － 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円）  △430  △679 － 

現金及び現金同等物の 

四半期末（期末）残高 
（百万円）  21,055  19,698 － 

従業員数 （人）  1,030  1,240  1,213
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 当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

 当第１四半期連結会計期間において、関係会社の異動はありません。 

  

(1）連結会社の状況 

 （注）  従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者を含む。）であり、臨時従業員数（派遣社員等）は［ ］内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を

外数で記載しております。 

   

(2）提出会社の状況 

（注）１．従業員数は就業人員（当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む。）であり、臨時従

業員数（派遣社員等）は［ ］内に当第１四半期会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

２．満60歳定年制を採用しております。ただし、満60歳以降の雇用を希望する者のうち一定の基準を満たすもの

については、嘱託として期限を定めて採用しております。 

  

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成22年６月30日現在

従業員数（人） ［ ］ 1,240 2,606

平成22年６月30日現在

従業員数（人） ［ ］ 1,053 2,150
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(1）生産実績 

 当第１四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額は、販売価額によっております。 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(2）商品仕入実績 

 当第１四半期連結会計期間における商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3）受注状況 

 当第１四半期連結会計期間における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．モバイルセールス事業の受注高及び受注残高には、携帯電話販売関連等は含まれておりません。 

  

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

セグメントの名称 金額(百万円) 前年同四半期比（％）

モバイルセールス事業  82  －

モバイルサービス事業  8,856  －

合計  8,938  －

セグメントの名称 金額(百万円) 前年同四半期比（％）

モバイルセールス事業  18,427  －

合計  18,427  －

セグメントの名称 受注高（百万円）
前年同四半期比

（％） 
受注残高（百万円） 

前年同四半期比
（％） 

モバイルセールス事業  171  －  38  －

モバイルサービス事業  8,628  －  800  －

合計  8,799  －  838  －
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(4）販売実績 

 当第１四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．前第１四半期会計期間及び当第１四半期連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売

実績に対する割合は、次のとおりであります。 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２．当社グループは前第１四半期会計期間は連結財務諸表を作成していないため、前第１四半期連結

     会計期間に代えて前第１四半期会計期間について記載しております。 

  

セグメントの名称 金額(百万円) 前年同四半期比（％）

モバイルセールス事業  23,391  －

モバイルサービス事業  8,493  －

合計  31,884  －

相手先 

前第１四半期会計期間
（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間
（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年６月30日） 

販売高(百万円) 割合（％） 販売高(百万円) 割合（％） 

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ  6,791  24.3  6,824  21.4

日本電気㈱  6,266  22.4  6,476  20.3
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 当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

 当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結はありません。 

  

 文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。 

  

(1）業績の状況 

①全般的概況 

  平成23年３月期の連結業績        （単位：百万円） 

  

当第１四半期連結会計期間の我が国経済は、景気の持ち直し傾向が続いたものの、個人消費は本格的な回復の

動きには至らず、雇用情勢も失業率が依然として高水準であり、厳しい状況が続きました。 

携帯電話販売市場は、端末取替期間の長期化や主要事業者における解約率の低下等もあり、当第１四半期連結

会計期間における端末販売台数は下げ止まりの傾向はみられるものの、依然として低調な水準で推移しました。 

このような事業環境のもと、当社グループは店舗における顧客サービスの品質向上に努め、スマートフォンな

ど高機能端末への取替需要の積極的取り込みを行うとともに、保守サービス需要の増加への対応や経営効率の改善

などに取り組みました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、318億84百万円、営業利益は21億15百万円、経常利益は21億

53百万円、四半期純利益は、11億70百万円となりました。 

  

なお、前年度の第１四半期は四半期連結財務諸表を作成していないため、前年同四半期との比較は行っており

ません。 

  

②部門別概況 

(ア)モバイルセールス事業 

  平成23年３月期の連結業績        （単位：百万円） 

  

当第１四半期連結会計期間においては、各種スマートフォンや無線ＬＡＮ対応端末、高速高品質カメラを搭載

した高機能端末など、端末ラインアップが充実されました。特に無線ＬＡＮアクセスポイント機能を持つデータ専

用端末及び携帯電話端末が投入されるとともに、データ通信定額料金の下限額の見直しなど、各主要事業者におい

て、データ通信関連の加入者の獲得・維持、及びデータ通信促進に向けた施策が展開されました。 

このような状況のもと、スマートフォンなどの高機能端末や無線ＬＡＮアクセスポイント機能を持つ端末の拡

販などに注力しました。これにより、販売台数は、前年度末に子会社化したマツハヤ・コーポレーション㈱による

増加効果もあり、34万5千台と前年同期の当社単体の販売台数と比較して９％の増加となりました。 

この結果、売上高は、233億91百万円となりました。営業利益については、売上高が堅調であったことに加え、

マツハヤ・コーポレーション㈱の子会社化の効果や個々のショップにおける損益改善努力などの経営改善の取り組

み強化により、7億19百万円となりました。 

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

  当第１四半期連結会計期間 

売上高 31,884 

営業利益 2,115 

経常利益 2,153 

四半期純利益 1,170 

  当第１四半期連結会計期間 

売上高 23,391 

営業利益 719 
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(イ) モバイルサービス事業 

  平成23年３月期の連結業績        （単位：百万円） 

  

当第１四半期連結会計期間においては、事業者の充実した保証サービスの影響などにより、携帯電話端末の保

守サービス需要が増加しました。また、事業者によるネットワーク品質改善に向けた取り組みが強化されたことか

ら、基地局整備関連需要も増加しました。 

この結果、売上高は84億93百万円となりました。営業利益については、需要増加への対応、経営効率の改善な

どにより、13億96百万円となりました。 

   

(2）財政状態の状況 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、受取手形及び売掛金や未収入金が減少したことなどにより、

前連結会計年度末より42億79百万円減少し、629億54百万円となりました。負債合計は、未払法人税等や未払費用

の減少などにより、前連結会計年度末より46億9百万円減少し、278億6百万円となりました。純資産合計は、剰余

金の配当実施や四半期純利益の計上などにより、前連結会計年度末より3億30百万円増加し、351億48百万円となり

ました。 

 この結果、自己資本比率は55.8％となりました。 

   

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末より8

億89百万円減少し、196億98百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、91百万円となりました。 

 これは、税金等調整前四半期純利益を計上したことに加え、売上債権や未収入金の減少などの資金増加要因

が、たな卸資産の増加や未払費用の減少、法人税等の支払などの資金減少要因を上回ったことによるものであり

ます。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、3億1百万円となりました。 

 これは、主に固定資産の取得による支出によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は、6億79百万円となりました。 

 これは、主に第38期期末配当金の支払いによるものであります。 

  

 なお、前年度の第１四半期は四半期連結財務諸表を作成していないため、前年同四半期との比較は行っており

ません。 

   

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

  

(4）研究開発活動 

 記載すべき事項はありません。 

  当第１四半期連結会計期間 

売上高 8,493 

営業利益 1,396 
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(1）主要な設備の状況 

 当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(2）設備の新設、除却等の計画 

 当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった設備の新設や拡充等について、重要な

変更はありません。 

 また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等の計画はありません。 

  

第３【設備の状況】
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①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

   

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  48,000,000

計  48,000,000

種類 
第１四半期会計期間 
末現在発行数（株） 

（平成22年６月30日） 

提出日現在
発行数（株） 

（平成22年８月６日） 

上場金融商品取引所 
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名 

内容

普通株式  14,529,400 同左 
東京証券取引所 

（市場第一部） 

単元株式数は100株で

あります。 

計  14,529,400 同左 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式
総数残高 
（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金 
増減額 

（百万円） 

資本準備金
残高 

（百万円） 

平成22年４月１日～ 

平成22年６月30日 
 －  14,529,400  －  2,371  －  2,707

2010/08/06 21:12:5310680468_第１四半期報告書_20100806211240

- 9 -



 当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。 

    （注）１．当第１四半期会計期間において、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから平成22年５月７日 

         付の大量保有報告書の写しの送付があり、平成22年４月26日現在、共同保有者２名で以下のとおり当社 

         株式を保有している旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社とし 

         て実質所有株式数の確認ができません。 

        なお、平成22年７月20日付にて、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから、上記内容が平成22

        年７月12日現在、以下のとおり変更されている旨の大量保有報告書の変更報告書が関東財務局に提出され

        ております。 

      

      ２．当第１四半期会計期間において、フィデリティ投信株式会社から平成22年５月20日付の大量保有報告書の

        写しの送付があり、平成22年５月14日現在で次の者が以下のとおり当社株式を保有している旨の報告を受

       けておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができませ

       ん。 

  

（６）【大株主の状況】

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

（株） 

株券等保有割合

（％）  

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式 

 会社 
 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号  601,600  4.14 

 三菱ＵＦＪ投信株式会社  東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 133,700 0.92

 計  － 735,300 5.06

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

（株） 

株券等保有割合

（％）  

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式 

 会社 
 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号  651,700  4.49 

 三菱ＵＦＪ投信株式会社  東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 258,400 1.78

 計  － 910,100 6.26

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

（株） 

株券等保有割合

（％）  

 エフエムアール エルエ 

 ルシー（FMR LLC） 

 米国 02109 マサチューセッツ州ボス 

 トン、デヴォンシャー・ストリート82  
 753,400  5.19 

 計  － 753,400 5.19
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 当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載するこ

とができませんので、直前の基準日である平成22年３月31日の株主名簿により記載しております。 

①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

  

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

（注） 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

   

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

（７）【議決権の状況】

平成22年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  14,528,200  145,282 － 

単元未満株式 普通株式     1,200 － － 

発行済株式総数  14,529,400 － － 

総株主の議決権 －  145,282 － 

平成22年３月31日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義

所有株式数 
（株） 

他人名義
所有株式数 
（株） 

所有株式数 
の合計 
（株） 

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 

の割合（％） 

－ －  －  －  －  －

計 －  －  －  －  －

２【株価の推移】

月別 
平成22年
４月 ５月 

  
６月 

高（円）  2,439  2,427  2,478

低（円）  2,229  2,165  2,286

３【役員の状況】

2010/08/06 21:12:5310680468_第１四半期報告書_20100806211240

- 11 -



１ 四半期連結財務諸表及び四半期財務諸表の作成方法について 

(1）当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号。）に基づいて作成しております。 

  

(2）当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第

63号。）に基づいて作成しております。 

  

(3）前第１四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は四半期連結財務諸表を作成していない

ため、前第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書に代えて、前第１四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30

日まで）に係る四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書を記載しております。 

  

２ 監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期会計期間（平成21年４月１日から平成

21年６月30日まで）及び前第１四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期財務諸

表についてはあずさ監査法人による四半期レビューを受け、また、当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日か

ら平成22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四

半期連結財務諸表については有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。  

 なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任 あずさ監査法人

となっております。  

第５【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※3  7,842 ※3  8,731

受取手形及び売掛金 14,308 16,054

有価証券 2,999 2,998

商品及び製品 4,519 3,714

仕掛品 1,781 1,537

原材料及び貯蔵品 999 881

未収入金 5,355 7,989

関係会社預け金 9,000 9,000

その他 2,209 2,215

貸倒引当金 △7 △7

流動資産合計 49,005 53,112

固定資産   

有形固定資産 ※1  2,294 ※1  2,120

無形固定資産   

のれん 2,177 2,291

その他 823 885

無形固定資産合計 3,000 3,176

投資その他の資産 ※2  8,655 ※2  8,825

固定資産合計 13,949 14,121

資産合計 62,954 67,233

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,634 14,034

未払法人税等 898 2,566

賞与引当金 752 －

転貸損失引当金 41 42

未払費用 5,671 9,307

その他 2,252 2,172

流動負債合計 23,248 28,121

固定負債   

退職給付引当金 3,709 3,650

役員退職慰労引当金 57 55

転貸損失引当金 20 67

その他 772 522

固定負債合計 4,558 4,294

負債合計 27,806 32,415
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,371 2,371

資本剰余金 2,707 2,707

利益剰余金 30,724 30,280

自己株式 △0 △0

株主資本合計 35,802 35,358

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △654 △540

評価・換算差額等合計 △654 △540

純資産合計 35,148 34,818

負債純資産合計 62,954 67,233
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【前第１四半期累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 28,006

売上原価 24,158

売上総利益 3,848

販売費及び一般管理費 ※  2,057

営業利益 1,791

営業外収益  

受取利息 19

受取配当金 74

雑収入 2

営業外収益合計 95

営業外費用  

支払利息 1

固定資産除却損 11

雑支出 0

営業外費用合計 12

経常利益 1,874

税引前四半期純利益 1,874

法人税等 806

四半期純利益 1,068
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【当第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 31,884

売上原価 27,088

売上総利益 4,796

販売費及び一般管理費 ※  2,681

営業利益 2,115

営業外収益  

受取利息 11

受取配当金 43

受取家賃 14

雑収入 4

営業外収益合計 72

営業外費用  

支払利息 1

賃貸費用 30

雑支出 3

営業外費用合計 34

経常利益 2,153

特別利益  

転貸損失引当金戻入額 39

貸倒引当金戻入額 2

特別利益合計 41

特別損失  

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 108

特別損失合計 108

税金等調整前四半期純利益 2,086

法人税等 916

少数株主損益調整前四半期純利益 1,170

四半期純利益 1,170
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
【前第１四半期累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 1,874

減価償却費 175

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1

受取利息及び受取配当金 △93

支払利息 1

為替差損益（△は益） 0

固定資産除却損 11

売上債権の増減額（△は増加） 2,087

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,992

未収入金の増減額（△は増加） 2,402

仕入債務の増減額（△は減少） 709

未払費用の増減額（△は減少） △3,579

未払消費税等の増減額（△は減少） △86

預り金の増減額（△は減少） 235

その他 470

小計 2,218

利息及び配当金の受取額 93

利息の支払額 △1

法人税等の支払額 △1,651

営業活動によるキャッシュ・フロー 659

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △158

無形固定資産の取得による支出 △97

その他 13

投資活動によるキャッシュ・フロー △242

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △425

リース債務の返済による支出 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △430

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △13

現金及び現金同等物の期首残高 21,068

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  21,055
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【当第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 2,086

減価償却費 208

のれん償却額 114

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3

退職給付引当金の増減額（△は減少） 59

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2

転貸損失引当金の増減額（△は減少） △48

受取利息及び受取配当金 △53

支払利息 1

為替差損益（△は益） 0

有形固定資産除却損 2

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 108

売上債権の増減額（△は増加） 1,746

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,167

未収入金の増減額（△は増加） 2,636

仕入債務の増減額（△は減少） △444

未払費用の増減額（△は減少） △2,312

未払消費税等の増減額（△は減少） △40

預り金の増減額（△は減少） 315

その他 △650

小計 2,560

利息及び配当金の受取額 53

利息の支払額 △1

法人税等の支払額 △2,521

営業活動によるキャッシュ・フロー 91

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △216

無形固定資産の取得による支出 △115

その他 30

投資活動によるキャッシュ・フロー △301

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △672

リース債務の返済による支出 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー △679

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △889

現金及び現金同等物の期首残高 20,587

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  19,698
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当第１四半期連結会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

 該当事項はありません。 

   

   

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

会計処理基準に関する事項の変更  資産除去債務に関する会計基準の適用 

  当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会

計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しておりま

す。 

  これにより、営業利益及び経常利益が9百万円、税金等調整前四半期純利益が

117百万円それぞれ減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資

産除去債務の変動額は243百万円であります。 

【簡便な会計処理】

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間
（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

税金費用の計算 

 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益

に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 
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第１四半期累計期間 

  

   

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末 
（平成22年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成22年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は 百万円であ

ります。 

2,327 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額は 百万円であ

ります。 

2,158

※２ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額 ※２ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額 

※３ 担保資産  

 担保に供している資産で事業の運営において重要

なものであり、かつ、前連結会計年度の末日に比べ

て著しい変動が認められるものは、次のとおりであ

ります。 

  

投資その他の資産 百万円119

現金及び預金 百万円－

※３ 担保資産 

  

  

  

  

  

投資その他の資産 百万円122

現金及び預金 百万円150

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

 
  
  

※ 販売費及び一般管理費の主なもの   

給料手当 百万円639

賞与引当金繰入額  〃 229

退職給付費用  〃 79

福利厚生費  〃 123

賃借料  〃 189

減価償却費  〃 98

業務委託費  〃 233

貸倒引当金繰入額  〃 3

  

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

 
  
  

※ 販売費及び一般管理費の主なもの   

給料手当 百万円856

賞与引当金繰入額  〃 260

退職給付費用  〃 58

役員退職慰労引当金繰入額  〃 2

減価償却費  〃 113

のれん償却額  〃 114
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当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至

平成22年６月30日） 

  

１ 発行済株式に関する事項 

  

２ 自己株式に関する事項 

  

３ 配当に関する事項 

配当金支払額 

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

 
  
  

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

  

   

現金及び預金勘定 百万円11,056

有価証券勘定  〃 999

関係会社預け金勘定  〃 9,000

現金及び現金同等物 百万円21,055

  
  

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

 
  
  

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

   

現金及び預金勘定  百万円7,842

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金  
△150 〃 

有価証券勘定  〃 2,999

関係会社預け金勘定    〃 9,000

流動資産のその他に含まれる 

預け金  
   7 〃 

現金及び現金同等物 百万円19,698

  
  

（株主資本等関係）

株式の種類 
当第１四半期
連結会計期間末 

普通株式（千株）  14,529

株式の種類 
当第１四半期
連結会計期間末 

普通株式（千株）  0

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり

 配当額（円）
基準日 効力発生日

平成22年５月11日 

取締役会 
普通株式  726 利益剰余金  50.00 平成22年３月31日 平成22年６月１日
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【セグメント情報】  

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち、分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

 当社は、製品・サービス別の事業(本)部を置き、各事業(本)部は取り扱う製品・サービスについて包括的

な戦略を立案し、事業活動を展開しております。  

 従って、当社は事業(本)部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「モバイルセ

ールス事業」及び「モバイルサービス事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「モバイルセールス事業」は、移動通信端末及び周辺機器の販売、フランチャイズ事業の運営等を行って

おります。「モバイルサービス事業」は、移動通信端末の保守サービス、携帯電話基地局の現地調整や保守

サービス等を行っております。 

   

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

 該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 

平成20年３月21日）を適用しております。 

（セグメント情報等）

  （単位：百万円）

  モバイルセールス事業 モバイルサービス事業 合計

売上高       

外部顧客への売上高  23,391  8,493  31,884

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － 

計  23,391  8,493  31,884

セグメント利益  719  1,396  2,115
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１ １株当たり純資産額 

（注） １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

２ １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 

（注） １株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（注） １株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 平成22年５月11日開催の取締役会において、期末配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(イ）期末配当による配当金の総額             726百万円 

(ロ）１株当たりの金額                   50円00銭 

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日     平成22年６月１日 

（注） 平成22年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行っております。 

  

（１株当たり情報）

当第１四半期連結会計期間末 
（平成22年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成22年３月31日） 

円 2,419.13 円 2,396.38

項目 
当第１四半期連結会計期間末

（平成22年６月30日） 
前連結会計年度末

（平成22年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円）  35,148  34,818

普通株式に係る純資産額（百万円）  35,148  34,818

１株当たり純資産額の算定に用いられた普

通株式の数（千株） 
 14,529  14,529

前第１四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

 
  
  

１株当たり四半期純利益 円73.49   

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

  

項目 
前第１四半期累計期間

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

  
  
  

四半期純利益（百万円）  1,068

普通株式に係る四半期純利益（百万円）  1,068

期中平均株式数（千株）  14,529

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

 
  
  

１株当たり四半期純利益 円80.56   

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

  

項目 
当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

  
  
  

四半期純利益（百万円）  1,170

普通株式に係る四半期純利益（百万円）  1,170

期中平均株式数（千株）  14,529

２【その他】
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 該当事項はありません。 

   

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成21年８月７日

ＮＥＣモバイリング株式会社 

取締役会 御中 

あずさ監査法人 

  
指定社員  
業務執行社員

 公認会計士 福  田  秀  敏  印 

  
指定社員  
業務執行社員 

公認会計士 田 名 部  雅  文  印 

  
指定社員  
業務執行社員

公認会計士 栗  田    渉    印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられてい

るＮＥＣモバイリング株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第38期事業年度の第１

四半期会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成21年４月

１日から平成21年６月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計

算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明するこ

とにある。  

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期

レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者

等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定さ

れた手続により行われた。  

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、ＮＥＣモバイリング株式会社の平成21年６

月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。  

  

以 上 

（注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成22年８月６日

ＮＥＣモバイリング株式会社 

取締役会 御中 

有限責任 あずさ監査法人 

  
指定有限責任社員 
業務執行社員 

 公認会計士 福  田  秀  敏  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   

公認会計士 田 名 部  雅  文  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士 栗  田    渉    印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられてい

るＮＥＣモバイリング株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四

半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成22

年４月１日から平成22年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照

表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行っ

た。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。  

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期

レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者

等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定さ

れた手続により行われた。  

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般

に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ＮＥＣモバイリング株式会社及び

連結子会社の平成22年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点

において認められなかった。  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。  

  

以 上 

（注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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